
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

長崎県 産業労働部 企業振興課 産地振興班 

 
長崎県食品製造業高付加価値化支援 

事業費補助金 募集要項 

  
○応募受付期間    平成３０年５月１０日（木） 

             ～ 平成３０年６月２９日（金）必着 

※本申請には金融機関及び商工団体からの書類が必

要となります。作成には時間を要する場合がありま

すので、申請を希望する場合はお早めに各機関へご

相談ください。（詳細は2ページをご参照ください。）

 

 ○応募書類の提出先  長崎県 産業労働部 企業振興課 産地振興班

            〒850-8570 長崎市尾上町３-１ 

            TEL 095(895)2637 

     

 ○応募書類の提出方法 郵送又は持参 

 

 ※募集要項は、下記ウェブサイトからダウンロードできますので、 

  ご利用ください。 

  （長崎県産業労働部企業振興課ホームページ） 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/ 

sangyoshien/furusato_sangyo/kouhuka/ 
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１．事業の目的 

県内の食料品製造業の付加価値額を高めるため、高付加価値化マーケットに

対応する３つの視点（高度加工設備導入、衛生体制強化、希少素材活用）から

の商品づくりを支援します。 

 

２．申請要件 

補助申請ができる者は、次の各号に掲げる事項を全て満たす事業者です。 

（１）長崎県内に主たる生産拠点を有する食料品製造業者等で、本県内の生

産拠点において申請にかかる事業を実施していること。 

（２）今後５年間で付加価値額（決算に基づき算定した営業利益、人件費及

び減価償却費の合計金額）を２０％増加する事業計画であること。 

（３）県内の生産拠点における直近決算期の食料品製造業にかかる売上高（ま

たは生産額）が概ね１億円以上の企業であること。 

（４）主務大臣により免許・許可等を受けている預金取扱等金融機関等によ

る推薦を受けることについて、推薦書への記名・押印により確認され

ること。 

（５）地域の商工団体の支援を受けること。 

（６）過去に当補助金の交付を受けたことがないこと。 

 

※ 「食料品製造業者等」とは、日本標準産業分類（平成25年総務省告

示第405号）に掲げる中分類の０９食料品製造業及び１０飲料・たば

こ・飼料製造業（清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業に

限る）に属する中小企業者のほか、知事が特に認めるもののことです。 

 

※「中小企業者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。 

（みなし大企業を除く） 

   ア 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項の規

定により、国の施策の対象とされる中小企業者 

   イ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）

第３条第１項に掲げる中小企業団体 

   ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、知事が特に認めるもの 

 

※ 「みなし大企業」とは以下のいずれかに該当する企業のことです。 

①発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を、同一の大

企業が所有している中小企業 

②発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を、複数の大
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企業が所有している中小企業 

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上

を占めている中小企業 

④その他、上記①から③に相当すると認められる中小企業 

 

※「預金取扱等金融機関等」とは、銀行、信用金庫、労働金庫、信用組

合、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合

会、㈱日本政策金融公庫、㈱商工組合中央金庫をいいます。 

 

※「商工団体」とは、法律に基づいて設立された商工会又は商工会議所を

いいます。 

 

※本事業の申請に際しては、金融機関からの推薦書（様式第３号）及び地

域の商工団体の支援計画書（様式第４号）を必要とします。申請を希

望する場合は、期間に余裕を持って金融機関ならびに商工団体へご相

談ください。なお、十分な期間をとらず、金融機関又は商工団体が対

応できなかった場合であっても、各機関及び県は責任を負いかねます

のでご了承ください。 

 

※ 以下の場合は、補助の対象となりません。 

①県税の未納がある場合 

②法人税、消費税及び地方消費税の未納がある場合 

 

※ 以下のいずれかに該当する中小企業者は補助対象とならない場合が

ありますので、応募書類の提出前にあらかじめ担当者にご相談ください。 

①直近の決算期まで３期連続して経常利益が赤字である中小企業者 

②直近の決算期末時点で債務超過である中小企業者 

③創業又は設立後、決算を３期終了していない場合、上記①又は②に

相当すると認められる中小企業者 
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３．補助対象事業 

高付加価値な商品づくりに資する以下のいずれかの事業を支援します。 

なお、それぞれの視点を重複して申請することはできません。 

 

① 高度加工設備導入（別表第１） 
・対象事業：過熱水蒸気処理、超高圧処理、湿式微細化処理、急速冷凍、

真空凍結乾燥などの新技術をはじめ、新たに導入する設備

を利用し、より付加価値の高い製品の開発を目指す事業 

・限 度 額：１，０００万円 

・対象経費：機械・設備の導入経費（単純な設備更新は不可） 

新商品開発・改良等に要する経費、販路開拓費 

 

② 衛生体制強化（別表第２） 
・対象事業：高度な衛生体制を求める市場に対応するための認証取得（ISO、

HACCP、ハラル等）や施設整備などにより生産体制を強化

し、販路開拓を目指す事業 

・限 度 額：４００万円 

・対象経費：認証取得や施設整備に要する経費、販路開拓費 

 

③ 希少素材活用（別表第３） 
・対象事業：長崎県内において産出されるもので、生産量が少なく一般

的に出回っていない素材や他産地の物に比べて優位性を持

つ素材を活用し、付加価値の高い製品の開発を目指す事業 

・限 度 額：２５０万円 

・対象経費：新商品開発・改良等に要する経費、販路開拓費 

 

○補助率 

２分の１以内（離島地域での事業の場合は、３分の２以内） 

 

○事業期間 

交付決定日から平成３１年３月１５日（金）まで 

 

○事前着手 

原則として、補助金の交付決定後に着手した事業に係る経費を対象とし

ますが、交付の決定前に申請者の責任においてやむを得ず事業に着手する

場合は、事前着手届（様式第６号）を知事に提出することが必要です。（事
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前に４（１）の提出先にご連絡ください。） 

 

４．応募手続き等 

(1)応募書類提出先 

〒850-8570 長崎市尾上町3－1 

長崎県 産業労働部 企業振興課 産地振興班（担当：堀江） 

TEL 095(895)2637 ／ FAX  095(895)2544 

  

(2)受付期間 

平成３０年５月１０日（木）から平成３０年６月２９日（金）必着 

〈土日・祝日を除く〉 

  ※事前に（申請書作成に着手されるのと同時に）必ず、＜別紙＞食品製造 

業高付加価値支援事業費補助金事前相談シートを上記（１）まで提出（郵 

送可）してください。（※メール又はＦＡＸで提出される場合は、別途担   

当までお電話をください。） 

  

(3)提出書類（様式は表紙記載のウェブサイトからダウンロードしてください。） 

・ 補助金交付申請書（様式第１号） 

・ 補助事業計画書（様式第２号） 

・ 推薦書（様式第３号） 

・ 支援計画書（様式第４号） 
・ 直近３期分の決算関係書類（事業報告書、貸借対照表、損益計算書等） 

・ 県税に未納がないことを証明する納税証明書 

・ 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する納税証明書 

・ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 

・ 会社案内、定款の写し 

・ 補助事業に係る見積書等の写し 

・ 暴力団排除に係る誓約書（様式第５号） 

※ 以上の他、必要に応じ追加資料等の提出をお願いすることがあります。 

※ 提出いただいた書類は、原則返却いたしません。 

※ 未納がないことを証明する納税証明書については、提出日から遡って

３か月以内に取得した原本をご提出ください。 

  

(4)提出部数 １部 

※ 書類は原則Ａ４サイズで統一し、クリップ止めしてください。 

  （ホッチキス止めは不可） 
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(5)採択方法 

募集期間終了後、補助事業計画書（様式第２号）、申請者のプレゼンテ

ーションに基づき、審査を実施します。（事前調査を実施する場合あり） 

審査の結果、事業遂行能力及び事業効果などに問題がないと認められた

場合、予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、県から申請者あて

に通知いたします。 

（採択事業の補助金交付申請合計額が予算の上限に達した場合、補助率の

範囲内において減額したうえで補助額を決定することがあります） 

 

(6)公表 

交付決定となった場合には、会社概要、補助事業内容・金額及び支援機関

等を公表する場合があります。 

 

５．その他 

(1) 事業成果等の確認 

交付決定後、５年間は事業成果等の調査を行います。 

事業成果等に関する県の調査に応じていただくことが交付の条件となりま

すので、あらかじめご承知おきください。 

 

(2) 研修会等への参加 

   当事業では、研修会や事業に関する個別相談会の開催を予定しております。

交付決定後、補助対象となった事業者様については、商品開発や販路開拓を

担当する方の参加が必要となります。 

 

(3)県補助事業の経理 

県補助金を申請する場合は、県補助金に係る収入及び支出の事実を明確に

した帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した

日の属する県の会計年度の終了後５年間保存しなければなりません。 

※ 例えば、平成３０年度内に完了した事業であれば、平成３５年度末（平 

成３６年３月３１日）まで保存しなければなりません。 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

長崎県 産業労働部 企業振興課 産地振興班（担当：堀江） 

〒850-8570 長崎市尾上町３－１ 

TEL 095(895)2637 / FAX 095(895)2544 

E-mail：horie-yasunori@pref.nagasaki.lg.jp 
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【参考：別表第１（高度加工設備導入支援事業）】 

事業区分 補 助 対 象 経 費 補助限度額

高度加工設備導入 

 

◆高度加工を行うための機械・設備等の導入に

要する経費（単純な設備更新は不可） 

◆その他実施に必要と認められる経費 

高度加工設備の整

備に不可欠な付帯

設備導入 

◆上記の設備の整備に不可欠な付帯設備等の導

入に要する経費 

◆その他実施に必要と認められる経費 

商品技術開発改良 ◆本事業で導入した高度加工設備を活用した商

品又は技術の研究開発及び改良に必要な経費 

・マーケティング調査費 

・デザイナー等外部専門家謝金 

・技術開発・改良に直接使用する原材料、資材 

消耗品の購入（人件費を除く） 

・外注加工に要する経費 

◆その他実施に必要と認められる経費 

販路開拓 ◆展示会・商談会出展費 

商品を展示会等に出展するのに要する小間料、

装飾料、レンタル料、展示会出展に必要な旅費 

◆商談相手企業招聘に必要な経費 

商品又は技術のプレゼンテーションのため商

談相手企業を招聘するのに必要な旅費 

◆営業スタッフ活動経費 

事業に基づく活動旅費 

◆コンサルタント料（コンサルタントの旅費、宿

泊費を含む） 

◆広告宣伝のための経費 

 新聞・雑誌・インターネット等への広告掲載料 

◆パンフレット作成費用、ホームページ開発・運

用経費 

◆その他実施に必要と認められる経費 

１，０００

万円 
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【参考：別表第２（衛生体制強化事業）】 

補助事業の区分 補 助 対 象 経 費 補助限度額

認証取得 ◆ISO,HACCP,ハラール等認証の取得のための

経費 

・コンサルタント料（コンサルタントの旅費、 

宿泊費を含む） 

・申請費、審査費、登録料 

◆その他事業実施に必要と認められる経費 

施設整備 ◆衛生体制の強化につながる工場レイアウトの

変更、設備導入に要する経費 

 ・設計料 

 ・機械・設備・備品等の移設に要する工事費、 

  運搬費 

 ・高度な衛生体制を求める市場に対応するため

に必要不可欠な設備の導入に係る経費 

◆その他事業実施に必要と認められる経費 

販路開拓事業 （本事業で取得した認証又は整備した施設に関

する商品に係る経費に限る） 

◆展示会・商談会出展費 

商品を展示会等に出展するのに要する小間料、

装飾料、レンタル料、販売員雇用料、展示会出

展に必要な旅費 

◆商談相手企業招聘に必要な経費 

商品又は技術のプレゼンテーションのため商

談相手企業を招聘するのに必要な旅費 

◆営業スタッフ活動経費 

事業に基づく活動旅費 

◆コンサルタント料（コンサルタントの旅費、宿

泊費を含む） 

◆広告宣伝のための経費 

 新聞・雑誌・インターネット等への広告掲料 

◆パンフレット作成費用、ホームページ開発・運

用経費 

◆その他事業実施に必要と認められる経費 

４００万円
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【参考：別表第３（希少素材活用商品開発事業）】 

事業区分 補 助 対 象 経 費 補助限度額

商品技術開発改良 ◆希少素材を活用した商品又は技術の研究開発

及び改良に必要な経費 

・マーケティング調査費 

・デザイナー等外部専門家謝金 

・技術開発・改良に直接使用する原材料、資材、 

消耗品の購入（人件費を除く） 

・外注加工に要する経費 

◆その他実施に必要と認められる経費 

販路開拓 （本事業で開発改良した商品に係る経費に限る） 

◆展示会・商談会出展費 

商品を展示会等に出展するのに要する小間料、

装飾料、レンタル料、展示会出展に必要な旅費 

◆商談相手企業招聘に必要な経費 

商品又は技術のプレゼンテーションのため商

談相手企業を招聘するのに必要な旅費 

◆営業スタッフ活動経費 

事業に基づく活動旅費 

◆コンサルタント料（コンサルタントの旅費、宿

泊費を含む） 

◆広告宣伝のための経費 

 新聞・雑誌・インターネット等への広告掲載費

用 

◆パンフレット作成費用、ホームページ開発・運

用経費 

◆その他実施に必要と認められる経費 

２５０万円

 


